
 

自己評価報告書 

令和２年度 晴海幼稚園 自己評価報告書 

園 名： 中央区立晴海幼稚園           所在地：中央区晴海１－４－１ 

園長名： 川越 裕子             

園児数：１９５名    学級数：７学級   教員数：１７名   職員数：１８名 

１  重点目標の達成状況及び取組状況 

 

（１）今年度の重点目標と評価指標 

重点目標１「小学校第６学年までを見通した中での幼児教育の充実」 

  ①今年度中に「目指す幼児像」の育成に向けた指導計画を作成し、具体的な手だてを 

講じて実践する。 

  ②小学校、保育所・こども園との交流を工夫して行い、その成果をまとめ、指導計画 

の作成に反映させる。 

重点目標２「オリンピック・パラリンピック教育の充実」 

①選手村を含む地域の様子の変遷の写真の掲示など、幼児が東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に興味や期待を高めていかれる機会を、年間を通じて

提供する。 

  ②「運動遊び推進園」として運動遊びを充実させ、臨時休園中の体力低下を補い、さ

らに小学校の体育につながる運動遊びの工夫と実践を行う。運動遊びの実践につい

て、学年だより等で保護者に知らせる。 

重点目標３「幼稚園６０周年の節目の年での教育活動の充実」 

  ①「開園を祝う会」をはじめとして、運動会・子ども会などの園行事にお祝いの気持 

ちを込めて計画・実践することで、幼児が幼稚園に愛着を感じられるようにする。 

 

（２）評価結果と分析 

  どの項目も、教師・保護者ともに、Ａ（とてもよい）、Ｂ（よい）合わせた評価が 80％

を超えており、目標は達成されたと言える。 

  しかし、評価項目によっては、C・D・分からない（※）の回答もあり、以下にその要

因を分析する。 

 重点目標（教師自己評価） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ・評価の最も高いものは、重点目標３「60 周年での教育活動の充実」である。第１期生

よりコメントをもらうなど、コロナ禍でできることを考えて実施したことがよかった。 

 ・次に評価が高かったのは、重点目標１②様々な機関との交流活動である。研究テーマ

に位置づけて３年目になり、交流活動が根付いてきたことが分かる。ここで B 評価も

あるのは、根付いてきただけに、コロナ禍でいつもできたことができなかったことや

さらなる工夫の余地があったことへの反省が表れていると考えられる。 

 ・一番評価が低いのが、重点目標２①「オリンピック・パラリンピック教育への取り組

み」である。東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会が延期になったことは

大きな要因の一つであるが、次年度への期待を継続させるような取組が十分でなかっ

たことが挙げられる。 

 

重点目標（教師自己評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・評価が最も高いものは、重点目標３「60 周年での教育活動の充実」である。また、一

番評価の低いものは、、重点目標２①「オリンピック・パラリンピック教育への取り組

み」である。いずれも教員と同じ結果である。 

 ・全てにおいて 90％以上の高評価であった要因として、12 月の保護者会を学級毎で実

施し、その際にその学級の幼児が活動している写真を用いて重点目標の説明にあたっ

たことが考えられる。重点目標に挙げた活動について我が子も関わっていることが分

かり、評価が高くなったと考えられる。 

 ・重点目標 1－①指導計画の作成について、保護者会で園内研究の取組について丁寧に

知らせたことが高い評価につながっていると考える。自由記述にも「」といった評価

があった。 

 ・評価の低い重点目標２①「オリンピック・パラリンピック教育への取り組み」につい

ては、教員評価にもあるように、教員がその活動を充実させられなかったからである。

掲示物など、保護者の目に触れる機会は合ったにも関わらず、それが充実しなかった

ので、保護者の評価も得られなかった。 

  

 

 



 

２  重点目標以外の自己評価における達成状況及び達成のための取組状況 

  

教員の自己評価 

教員の全方位的評価については、多くの項目で A、B 評価であった。また、保健関係を

除く全ての項目で、昨年度よりも A 評価が増えていた。コロナ禍で常に状況を判断しなが

ら教育活動を進めてきたことへの評価である。 

保健関係の評価の低い理由は、コロナ禍で考え得ることは実践したが、十分であったの

か、もっとできたのではないか、という教員の思いである 

 
①：健康診断の定期的な実施と幼児の健康上状況の把握がなされているか。 

    ②：適切に診断結果を保管・管理し、家庭と連携し、児童の健康管理に活用しているか。 

    ③：幼児の健康に係る教育計画が年間指導計画に位置付けられているか。 

 

保護者アンケート 

 全体評価４項目を除く全ての項目が昨年度よりも評価が上がっている。これは自由記述

に最も多かったコロナ禍での保育への感謝から来ていると考えられる。 

 この保護者アンケートを取るにあたって、毎年保護者会で今年度の活動について写真等

を用いて説明をしているが、今年度は、その会を学級ごとに実施し、写真も、その学級の

ものを活用することで、より、アンケートの内容が我が子のこととして感じ取られ他ので

はないかと考える。そのことが、昨年よりも評価が上がった要因と考える。 

 昨年度より評価（Ａ、Ｂの割合）が下がっているものは 

 １ 幼児が幼稚園に行くことを楽しみにしている。 

 12 幼稚園は、家庭のとの連絡や情報の共有に努め、すすんで子育て支援を行い、家庭 

   と共に幼児を育てるための体制作りをしている。 

 14 併設の小学校や近隣の保育園との連携が積極的に行われている。 

 15 幼稚園公開や情報発信（保護者会・各種たより・降園時の連絡等）を通して、地域   

   に開かれた運営が行われている。 

 

 

 



 

   

   

 

 14 については、コロナ禍で交流活動が例年より少なかったことから、保護者会で十分に

知らせることが難しかったからと考える。 

 1，12，15 について、やはりコロナ禍で、保護者も幼児も多少なりとも不安を感じてい

たことに加え、降園時の教師とのちょっとした会話が少なくなったこと、学級懇談会の未

実施などが原因と考える。情報提供については教員もＣ評価を付した者もおり、保護者、

教員とも不十分であったと考えている。 

 

全体考察 

 

上記より、今年度の評価結果について、以下のようにまとめられる。 

 ① 全体的に評価が高くなった 

   コロナ禍において、幼稚園が開いているいること自体に感謝してくれたから、と考え 

る。この評価に甘んじることなく、次年度も評価していただけるようにしていくべきであ 

る。 

② 家庭との情報共有は、重視していくべき 

 家庭からは、すぐに相談に応じてもらえてよかった、という意見をもらっている一方で、  

普段の情報の共有の機会が少なかったり、保護者がほしい情報がもらえなかったり、という  

状況が続いている。 

  月に１回の定期的な学年だよりだけでよいのか、ほかの手段はないのかを十分に検討す 

る。ホームページの保護者専用ページを活用した情報発信、「今日の」できごとをすぐに発 

信できるための方法、などを考えていくべきである。 

 

 

74%

77%

21%

21%

0% 50% 100%

R2

R1

１

A B C D ※

69%

70%

28%

28%

2%

1%

0% 50% 100%

R2

R1

１２

A B C D ※

72%

72%

24%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

１４

A B C D ※

68%

69%

29%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

１５

A B



 

 ③ オリパラ教育・運動遊び推進園についてはもっと充実できそうだ 

  教員・保護者共に十分に評価されない原因は、やってはいるものの他の教育活動との結び 

 つきが弱いために、イベント的な活動になり、幼児の生活や遊びに深く根付いていないまま 

 過ぎていくのではないか。 

他の遊びや活動と結びつけられるような日程、内容を吟味していく必要がある。 

 

 

３  今後の改善方策 

評価の結果や区の課題などから、次年度、本園で大切にしていくこと教育内容は、次の点で

ある。 

 

○小学校６年生までの９年間を見通した中での幼児教育の充実 

    ・指導計画の検証から、目指す子ども像の実現に向けた指導の充実（新規） 

○運動遊びの充実 

    ・本物に触れる機会から運動遊びへ意識をつなげる（継続） 

    ・発達に応じた「投げる」遊びの工夫（新規） 

○地域・保護者との連携の充実 

    ・ホームページの充実（継続） 

    ・個、学級集団の育ちが分かるような情報提供の工夫（新規） 

 

 上記の３点を、教育課程、重点目標に位置づけ、実践していく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保護者アンケート 自由記述  

 

＜年少組＞ 

・様々な経験を重ね、精神的にとても成長しているな、と感じることが多々あります。今後

ともよろしくお願いいたします。 

・毎日、とても楽しく幼稚園ですごしているようです。いつもありがとうございます。 

・基本、幼稚園の対応には大変満足はしていますが、時折、直前の連絡や未定（調整中）の

内容があり、対応が難しい場合があります。もう少し早めの連絡があると、助かります。

（お忙しい中、申し訳ありません。） 

・園長先生始め、教員の先生方が工夫して下さっているおかげでコロナ禍においても子ども

の安全を守りながら色んな経験や体験をさせて頂き感謝しております。 

・毎日、とても楽しく通えていて、とてもありがたいです。先生やお友達との関わりの中で

成長していく姿が見られるのを楽しみにしています。 

・いつもお世話になっております。本日の保護者会にて、今の園生活の中での遊びが今後、

小学校での学びにどの様につながっていくのか、知ることができました。園児と児童の増

加に伴い、伸び伸び運動できる時間や場所が限られる事が心配です。今後も様々な遊びや

運動に子供達が取り組めますよう、ご指導の程、宜しくお願い致します。 

・コロナ禍の中、自然とのふれあいを工夫して下さったり、たくさんのアプローチをして下

さりありがとうございます。 

・いつも一人ひとりのことを見ていただき、ありがとうございます。 

・手のかかる子どもですが、いつも臨機応変に対応していただきありがとうございます。コ

ロナ禍でなにかと制限がある中ですが、工夫して活動を行っていただき大変感謝しており

ます。 

・最近「お母さん一緒に遊ぼう」と声をかけてくるようになった。今まで一人遊びが中心だ 

ったのが、園の遊びの影響なのか誘いの声掛けが多くなった気がします。幼稚園での様子 

が少しうかがえた気がしました。ありがとうございます。 

・人見知りが激しい娘ですが、幼稚園が楽しいみたいです。先生方が声かけや子供に必ず言 

葉で伝えられるように工夫してくれている結果だと思います。 

・いつも感謝しております。 

・幼稚園の先生方には、いつも良くして頂いておりありがとうございます。毎日の通いによ

り、確実な子供の協調性でしたり、物の考え方の成長等学んで来てくれた事に感謝してお

ります。 

・幼稚園の３年間だけではなく、その後の小学校ややさらにその先を見据えての教育を考え

て下さってありがたいです。子どもが幼稚園を楽しんでいる様子や成長していく姿を見て、

親としてはそれが答え（幼稚園教育の評価）だと感じています。コロナ禍で制限がある中

でも様々な工夫をありがとうございます。 

・今年は例年と違う状況の中、様々な工夫をしていただき感謝しております。お世話になっ

ている先生方のお名前がわからないので、先生方も名札を付けて下さるとありがたいです。 



 

・コロナの影響で、小学校や保育園との交流はもちろん、行事もなかなか開催が難しく、我

慢の一年だったと思います。その中でも、こどもは日々の遊びや先生、お友達との交流を

楽しんでいました。元気で何よりです。 

・子供をよく見て、理解して下さっているのが分かります。 

 

＜年中組＞ 

・子供が楽しめる様々な活動を考え、温かく保育してくださりありがとうございます。 

・毎日楽しく幼稚園に通っています。友達との関わりから学べるように工夫してくれている

と思います。学年を超えて良い刺激を得られているようにも思います。 

・子供の気持ちに寄り添ってくださっていることがよく分かり、安心しています。園の消毒、

清掃がいつも整っていること、感謝しています。 

・コロナ渦の中、子供たちの安全を守りながらも楽しい園生活が送れるようにたくさんの遊

びを計画してくださりありがとうございます。新しいことが次々と出てきて聞いている側

も楽しい気持ちになります。 

・先生方がよく子供を見て、細やかな気配りで接してくださっていると思います。親しみや

すい園の雰囲気も嬉しいです。いつもありがとうございます。 

・コロナの影響があり、初めは子供の様子を知ることや、先生に相談することができずにい

ましたが、個人面談の際に不安なことをお伝えすると、何倍も安心材料をくださる、そん

な晴海幼稚園の先生方を我が子も親も誇りに思っています。本当にありがとうございます。 

・うんちを一人で拭けません。家だと甘えてしまうので、一人でできるように伝えてほしい 

です。 

・コロナで大変な中、公開日などを準備してくださりありがとうございます。 

・今年はコロナのことで感染対策をしっかりして下さり安心して子供を通園させることがで

きました。また、先生方が話し掛けやすい雰囲気をもっているので、ちょっと気になった

ことでも気軽に相談しやすく感謝しています。引き続きよろしくお願いします。 

・いつもお世話になっております。子供はとても楽しく幼稚園に通っています。たくさんの

ことを学べてありがたいです。今後もよろしくお願いします。 

・小学校や近隣の保育園との交流について本当に素敵だなと思います。お兄さんお姉さんへ

の憧れはもちろん、長女は年長児に交流した保育園で一緒に遊んだ友達 2 人と同じクラス

だったと言っています。保護者会で写真を見せていただいて、とても楽しい思い出なのだ

ろうなと思います。担任の言葉や嬉しかったことを毎日教えてくれます。担任だけでなく

色々な先生が関わって下さっているのも伝わってきます。いつもありがとうございます。 

・いつもお世話になっております。コロナで大変な中、様々な工夫をして園での生活を充実

させて下さりありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

・幼稚園の教育活動は非常に満足しています。 

・家でうまく教えられないようなことも幼稚園で覚えてきてくれるのでありがたいです。 

・学年を超えた交流が多くあることは園児にとって刺激となりとてもいいことだと思います。

昨今の難しい状況の中ご指導いただきましてありがとうございます。心から感謝しており

ます。 

・大変充実した園生活を体験させていただいております。ありがとうございます。 



 

・全体的に不満は特にない。前は私立の幼稚園だったため、毎日の様子が個人で知ることが

できた。公立なので今はできない、見えないので残念でした。 

 

＜年長組＞ 

・コロナで異例な年になったにもかかわらずたくさん工夫をしていただきありがとうござい

ました。「開園を祝う会」に参加できとても光栄でした。 

・こども会や修了式はぜひ歌も歌ってほしいです。できたら本番だけはマスクなしだと嬉し

いです。表情も大切かなと思います。 

・コロナ渦の中で様々工夫して行事や園の生活をしているなと思いました。 

・子供のやりたいこと、やりたい気持ちを尊重してくれているので子供の自信や成長にとて

もつながっていると思う。 

・担任の先生を初め多くの先生からのフォロー、心配りを感じ、子供がのびのび通えている

なと感じます。イレギュラーな予定は早めに知りたかったなということもありました。「仲

間に入れて」の声かけに対して返事がないという場面を何度か見かけ、少し切なく思いま

した。自分の行動が他の子にどう映るのかな？と少しだけ指導していただきたいです。 

・重点目標２について：うちの場合苦手なので、苦手な子にも少しだけ合わせる時間もほし

い３年間いろいろあったが相談にのってもらい、補助もしてもらい助かりました。先生方

の指導に感謝しています。 

・コロナ対策をしていただきながら、行事や教育活動計画や実施が難しい中、子どもたちが

園生活を楽しみ、たくさん学ぶことができたことを感謝しております。日々の温かいご指

導や目配りや気配りいただき、子供がのびのびと成長する様子を見ることができ、晴海幼

稚園に通えて嬉しく思います。 

・コロナ渦で大変な中、様々な工夫をしていただきありがとうございました。幼稚園が６０

歳ということで、子どもたちは自分の祖父母の年齢を話し合っている姿を見ました。 

・コロナなど大きな出来事があった中、子供にとって必要な教育をしてくださるために、い

ろいろな工夫をしてくださっているのが子供の成長や話からよくわかります。本当にあり

がとうございました。 

・休園明けは１年生までに習得すべきことができるのか心配もありましたが、創意工夫をし

て制限のある中で十分に指導をしていただき感謝しています。 

・先生方にはいつもよく見ていただき感謝でいっぱいです。毎日幼稚園に行くことを楽しみ

にしています。ありがとうございます。 

・子どもたちのことを考えていろいろと考えてくれていてとても良かった。 

・９命の大切さについて：個人的意見としては、うさぎなど飼育が必要な生き物をみんなで

育てられたらいいなと思います。 

・コロナ禍で制約がある中、たくさんの質の高い経験をさせていただき、ありがとうござい

ました。 

・いつも温かなご指導ありがとうございます。 

・娘も私も安心して楽しく幼稚園に通えています。卒園まで残り少ないですが、どうぞよろ

しくお願い致します。 

 


